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国勢調査にご協力を
9 月から 10 月にかけて、調査員が
ご自宅に伺い、平成 27 年国勢調査
を行います。日本の未来を考えるた
め、最新の人口・世帯の状態を調査
します。調査データは、行政の基礎
資料や学術、教育などの幅広い分野
で利用され、より良い暮らしや住み
よいまちづくりに生かされます。日
本に住んでいる全ての人が対象とな
りますので、ご協力をお願いしま
す。また、調査票での回答方法に加
え、パソコンやスマートフォンなど
から回答することもできます。
問合先：総務課☎㊷ 8702

くらし

■一般の部
部門：俳句、短歌、川柳　出品点数：1 部門 2 点以内（自作未発表に限る）
応募資格：高校生以上（市内外不問）
応募方法：部門ごとにハガキで応募し楷書で記入。表に住所・氏名・電話
番号、裏に部門を朱書きし作品を記入。
締切：9 月 1 日（火）必着
選者：俳句／生澤瑛子先生　短歌／尾崎まゆみ先生　川柳／赤井花城先生
■ジュニアの部
部門：俳句、短歌、川柳　　出品点数：1 部門 1 点（自作未発表に限る）
応募資格：市内の小・中学生
応募方法：所定の用紙に作品を書き、夏休みの登校日に学校へ提出。市
外への通学者は、文化・観光・スポーツ課にある応募用紙に作品を書き、
9/1（火）までに同課へ提出。
選者：加西市文芸協会
※各部とも詳細は、公民館、図書館、地域交流センター
などで配布している募集要項をご覧ください。
問合先：文化・観光・スポーツ課☎㊷ 8773

第 49 回加西市文化祭「文芸祭」作品募集

加西市史を読む会
■播磨国の民衆運動
江戸時代には大小さまざまな騒動や
一揆が起こりました。加西の村方騒
動をはじめ、播磨国で起こった最大
の打ちこわしである加古川筋一揆に
ついてもお話しします。
日時：8/8（土）10:30 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：生涯学習課職員
定員：先着 60 人
参加費：無料
問合先：生涯学習課市史文化財係
☎㊷ 4401

夏のあびき湿原観察会
サギソウが真盛り
のあびき湿原を散
策します。
日 時：8/23（ 日 ）
9:00 ～
集合場所：南網引
町公会堂（網引町 1734）
定員：先着 50 人
参加費：300 円（保険代など）
主催：九会地区ふるさと創造会議
申込先：南部公民館☎＆℻㊾ 0041

就職支援セミナー
■会話力を高め、好印象を与える面
接の受け方
面接の基本マナーやよくある質問へ
の準備をします。
日時：8/21（金）14:00 ～ 17:00
■元人事担当者が教える応募書類の
書き方
内定の取れる応募書類の書き方を、
元人事担当者がアドバイスします。
日時：9/18（金）14:00 ～ 16:00

場所：アスティアかさい 3 階集会室
定員：各日先着 20 人
申込先：加西市ふるさとハローワー
ク☎㊷ 7600

かさい♥しあわせ♥交流会（第 6 回）

■あなたにもできますよ！～自分を
地域を、知る・考える・行動する～
日時：8/20（木）14:00 ～ 16:00
場所：健康福祉会館 2 階研修室 1
講師：喜多展久さん（コミュニティ
ソーシャルワーカー）
参加費：500 円（資料代）
申込先：居宅介護支援事業所エンゼ
ルみわちゃん☎ 0795-48-5598

特別企画展「姫路  今むかし                                
part Ⅱ」

姫路を中心とした近現代資料で有名
な高橋秀吉コレクションなどを展示
します。
会期：8/30（日）まで
※毎週月曜日は休館
場所：県立歴史博物館
観覧料：大人 500 円、大学生 350 円、
高校生 250 円、中学生以下無料
問合先：県立歴史博物館（姫路市本
町 68）☎ 079-288-9011

集まれ！秋のお見合いパー
 ティー　In 加西

加西市と民間事業者が連携する婚活
コラボ事業です。
日時：9/5（土）13:30 ～ 16:30
場所：アスティアかさい 3 階
対象：概ね 28 ～ 42 歳の独身男女
定員：各 30 人
参加費：男性 5,000 円  女性 4,500
円※市外在住・在勤の方は 500 円 UP
申込・問合先：株式会社ラヴィ
☎ 06-6949-8885
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献血は身近にできる
 ボランティア

安定した血液確保のため、一人でも
多くの方の献血が必要です。皆さま
のご協力をお願いします。
日時：8/27（木）10:00 ～ 12:00、
13:15 ～ 16:00 ※ 400ml 献血のみ
場所：市役所 1 階
問合先：健康課☎㊷ 8723

旧軍人等恩給説明・相談会
兵庫県は、旧軍人などを対象に各種
恩給制度の説明と個別相談会を開催
します（予約不要）。
日時：9/11（金）14:00 ～ 16:00
場所：姫路市市民会館第 1 会議室
対象：次のいずれかに該当する方
①旧軍人で、実際に軍人としての在
職期間が 3 年以上の方またはその
遺族
②軍人期間中に公務または勤務関連
などにより傷病を受け、現在もこれ
ら傷病による後遺症のある方
③実在職年がはっきりしないが軍人
期間のある方またはその遺族
問合先：県生活支援課恩給援護班
☎ 078-362-3204

終戦当時引揚者の皆さまへ
税関では、お預かりしている通貨や
証券などをお返ししています。
■終戦後、外地から引き揚げてこら
れた方々が、上陸地の税関、海運局
に預けられた通貨や紙幣。
■外地の集結地で、総領事館等に預
けられた証券などのうち、日本に送
還されたもの。
返還のお申し出は、本人だけでな
く、家族の方々でも可能です。
問合先：姫路税関支署管理課
☎ 079-235-4571

播磨農業高校「播磨 Agri スクール」
　農業実習を生徒と一緒に体験できます。
場所／播磨農業高校（北条町東高室 1236-1）
申込／メールまたは往復はがきの往信用裏面に希望講座、返信用宛名面に
①郵便番号②住所③氏名③電話番号を記入し、8/10（月）までに申し込
みしてください。　※複数の受講希望者名の記入も可
申込先／〒 675-2321　北条町東高室 1236-1　播磨農業高校☎㊷ 1050
harima-ahs@hyogo-c.ed.jp※詳しくは同校ホームページをご覧ください。

開催講座 日時 定員
樹になるブドウを収穫しよう！ 9/17（木）13:35 ～ 15:25 15 人
秋野菜の管理と収穫 10/ 7（水）13:35 ～ 15:25 10 人
乗馬体験 10/ 9（金）10:45 ～ 12:35 20 人
ブドウでジャムづくり 10/22（木）10:45 ～ 12:35 15 人
乳加工の体験 10/22（木）13:35 ～ 15:25 10 人
サツマイモ ･ 黒大豆の収穫と試食 10/28（水）13:35 ～ 15:25 30 人
草花の寄せ植えをしましょう！ 11/ 5（木）13:35 ～ 15:25 10 人

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：8/27（木）13:30 ～
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：教育総務課☎㊷ 8770

国の教育ローン
日本政策金融公庫は、家庭の経済的
負担の軽減のため、入学時等のまと
まった資金（入学金、授業料、教材
費など）を融資します。
対象：高校・大学等に入学・在学さ
れる方の保護者で、世帯の年収が要
件を満たす方
融資限度額：子１人 350 万円以内
返済期間：15 年以内
金 利： 年 2.15%（ 平 成 27 年 5 月
11 日現在）固定金利
問合先：教育ローンコールセンター
☎ 0570-008656

国民年金保険料の納め忘れ
 はありませんか？

老齢基礎年金は、20 歳から 60 歳
までの 40 年間保険料を納めなけれ
ば、満額の年金を受け取ることがで
きません。保険料の納め忘れなどに
より、納付済期間が 40 年に満たな
い場合は、60 歳から 65 歳の間に
国民年金に任意加入し、保険料を納
めることで、満額に近い年金を受け
取ることができます。老齢基礎年金
を受けるためには、保険料の納付済
期間や保険料の免除期間などが原則
25 年以上必要となりますが、満た
ない場合は、70 歳になるまで任意
加入することができます。また、海
外に在住する日本国籍を持つ方も、
任意加入することができます。
問合先：市民課☎㊷ 8722　加古川
年金事務所☎ 0794-27-4740

兵庫県産木材を使った新
 築・リフォームがお得に

兵庫県は、県産木材を使用して新築
等をされる方に、神戸ビーフなどの
農林水産品等と交換できる「ひょう
ご木づかい王国ポイント（１ポイン
ト＝ 1 円相当）」を開始しました。
新築・増改築は 15 万ポイント、リ
フォームは 3 万ポイントが付与され
ます。詳しくは、ひょうご木づかい
王国ホームページをご覧ください。
対象：H27.3/1 ～ 12/31 までに県
内の施工業者と契約を結び、県産
木材を使用して家を建てる方やリ
フォームする方
問合先：「ひょうご木づかい王国ポ
イント」事務局☎ 078-366-5955
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